
(1)10時00分～18時00分
750円～750円

パート労働者 不問 03030- 3143471

(1)10時30分～13時30分
720円～720円

パート労働者 不問 03030- 3144771
普通自動車免許一種

(1)10時30分～12時30分
750円～850円 (2)16時30分～18時30分

パート労働者 不問 03030- 3147971

(1) 8時30分～15時15分
750円～750円

パート労働者 不問 03030- 3130171

(1)10時00分～16時00分
740円～740円

パート労働者 不問 03030- 3132371
普通自動車免許一種

(1) 9時00分～16時00分
1,060円～1,060円

パート労働者 不問 03030- 3133671
普通自動車免許一種

（通勤用） (1) 9時00分～16時00分
755円～775円 (2) 9時00分～13時00分

パート労働者 不問 03030- 3135471

(1)17時00分～23時00分
720円～720円

パート労働者 18歳以上 03030- 3136771
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～16時00分
730円～750円

パート労働者 不問 03030- 3139971
普通自動車免許一種
仕事の内容欄参照 (1) 8時30分～16時45分

1,340円～1,340円

パート労働者 不問 03030- 3142571

(1)16時00分～20時00分
850円～900円

パート労働者 不問 27080-19304371

(1) 9時00分～16時00分
800円～800円

有期派遣パート 不問 03010-17768271
変形（１年単位）
(1) 5時00分～ 9時00分

1,000円～1,000円

パート労働者 不問 03030- 3115071
普通自動車免許一種

(1) 8時00分～10時30分
790円～800円 (2)15時00分～17時30分

パート労働者 不問 03030- 3118571

1

運転手（送迎担当）

1人

当施設通所リハビリテーションを利用する要介護
者宅と当施設までの送迎車運転業務です。運転手
と助手の２名で６名程度の利用者を対応して頂き
ます。送迎は日によってルートが変更し、市内
（田老、津軽石含む）が主になります。車椅子介

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
９地割３９番地２７

医療法人　仁泉会
介護老人保健施設
ほほえみの里雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

仕分け作業

1人

いわて生活協同組合組合員様宅に商品をお届けす
る配達車への、商品仕分け・積み込み作業をして
いただきます。１日１６～１８台の配達車に４人
（２人組）で対応します。体力を要しますが、女
性も対応している仕事です。

岩手県宮古市田鎖第８地
割１２－１　いわて生活
協同組合宮古センター

株式会社　三協運
輸サービス　宮古
センター雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

鮭フレーク製造（山田町）

3人

派遣先の事業所において、次の業務を行います。
鮭の身を手作業でほぐし、小骨をピンセットで取
り除きます。小骨を取り除いた身をふるいにか
け、小骨が残っているようであれば、再度ピン
セットで取り除きます。＊冷蔵庫や冷凍庫内の作

岩手県盛岡市向中野３丁
目１８番２０号　２Ｆ
アクエリアスビル

株式会社　エムア
ンドエム　盛岡営
業所雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

厨房補助員（大成建設磯鶏
宿舎）

2人

○寮内の簡単な調理のお手伝いの仕事です。○皿
洗いなどのお仕事なので経験不問。○６０歳以上
の方の応募も歓迎します。

堺市堺区出島海岸通２丁
３番２４号

青雲産業　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

家庭児童相談員／福祉課
（非常勤職員）

1人

福祉課に勤務となります。家庭児童福祉に関する
相談および指導業務、その他付随する業務を行い
ます。訪問の際は公用車使用となります。≪必要
経験・資格≫＊大学において、児童福祉・社会福
祉・心理学等の課程修了者。＊医師または社会福

岩手県宮古市新川町２－
１

宮古市役所

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

パソコン（ワード・エクセ
ル）操作ができること

岩手県宮古市

事務員

1人

主に売上げの事務を担当していただきます。パソ
コン入力や請求書作成、電話・来客対応などを行
います。事業の経験が無い方でも指導いたします
ので、ご応募下さい。外出用務をお願いする場合
があります。社用車（マニュアル車）もしくは自

岩手県下閉伊郡山田町船
越６－５１－６

マルヨ産業運送
株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県下閉伊郡山田町

コンビニ販売員≪急募≫

1人

コンビニエンス業務全般。お客様への対応・レジ
業務、入荷商品の仕分け、商品の品出し・陳列、
フライヤー調理、店内外の清掃、ゴミ等の片付け
などを行います。３人体制での業務となります。
＊土日祝日も勤務できる方

岩手県宮古市保久田８－
１６

有限会社　三寿

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事務員

1人

いわて生協共同購入事業部宮古センターにて下記
の事務関連業務を行って頂きます。・電話対応
（お問い合わせ対応など）・来客対応・パソコン
操作・伝票整理、その他付随する業務＊事務経験
者優遇します。＊雇用契約は年度更新です。

岩手県宮古市田鎖８－１
２－１

いわて生活協同組
合　共同購入事業
部　宮古センター雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）
パソコン（ワード・エクセ

ル）操作
岩手県宮古市

少年補導員（非常勤職員）

1人

街頭での少年補導、非行防止教室の開催及び広報
資料の作成等を行っていただきます。業務上、パ
ソコンを使用しますので、ワード・エクセル操作
が堪能な方からの応募をお待ちしております。＊
雇用期間開始日は平成２９年１０月１日を予定し

岩手県宮古市神林３番１
号

宮古警察署

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

ワード・エクセル操作が堪
能な方

岩手県宮古市

製品仕分け

1人

みちのくコカ・コーラ宮古営業所内倉庫におい
て、商品の仕分け作業を行っていただきます。作
業の内容は、積み込み表を見ながら、パレットに
商品を仕分けしていく仕事です。＊ユニホーム・
靴は無償貸与いたします。

岩手県宮古市田鎖第９地
割６０－６

みちのくコカコー
ラボトリング株式
会社宮古営業所雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

下膳・食器洗浄業務

1人

下膳、食器洗浄業務を行います。２００食分程度
の食器等を食器洗浄機を使用しますが、汚れがひ
どい場合は手洗いも行います。患者さん用のお茶
の準備、その他付随する業務もあります。５名で
業務を行います。

岩手県宮古市長町１丁目
９－１７

リアス環境管理
株式会社

雇用期間の定めあり（4ヶ
月以上）

岩手県宮古市

お弁当の宅配

1人

ほほえみの里で作る「お弁当」を宮古市内の高齢
者宅（１日あたり３～４人の高齢者宅）に配達し
て頂きます。配達時には高齢者の安否確認を行っ
て頂きます。その他弁当容器の回収も行います。
（食事介助等の介護業務は行いません）１人での

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第
９地割３９番地２７

医療法人　仁泉会
介護老人保健施設
ほほえみの里雇用期間の定めあり（4ヶ

月以上）

岩手県宮古市

ホール係及び厨房補助

1人

店内での接客業務および厨房の補助業務となりま
す。お客様の注文受け、配膳、片付け、食器等の
洗浄、店内の清掃などを行います。その他レジを
お願いする場合もあります。＊調理経験があれば
尚可

岩手県宮古市西町１丁目
２－２３

麺屋　清兵衛

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

レジ係

2人

宮ビルにおいて、レジ接客業務全般に従事してい
ただきます。おもにバーコード読み込み、レジス
ター操作、商品代金の精算、その他付随する業務
を行っていただきます。※業務経験のある方歓迎
致します。

岩手県宮古市栄町３－３
５

有限会社　ミナッ
ク（宮ビル）

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

     （7月31日時点の内容です）

　　７月２５日　から　７月３１日　までに受理した求人です。　　　  ＜次回発行日は　８月１０日です＞

職種・雇用期間・雇用形態求人数
仕事の内容
年　　　齢

必要な免許資格
必要な経験など

時間額 就業時間
所在地

就業場所

◎ この求人情報は、発行日現在、有効中の求人を掲載しています。       ◎ 面接には、ハローワークの紹介状をご持参ください。 

◎ すでに、募集を締め切っている場合もありますので、ご注意ください。 

TEL 0193－63－8609 

ハローワーク 宮古 

宮古公共職業安定所 

◎発行準備中に募集を締め切っている場合もありますのでご了承ください。  ◎それぞれの求人の詳しい内容は、ハローワークにてお確かめください。 

◎ 面接には、ハローワークの紹介状をご持参ください。           ◎「所在地」は事務所の所在地です。実際の勤務場所と異なることがあります。 フルタイム ◎ この求人情報は、発行日現在、有効中の求人を掲載しています。       ◎ 面接には、ハローワークの紹介状をご持参ください。 

◎ すでに、募集を締め切っている場合もありますので、ご注意ください。 

TEL 0193－63－8609 

ハローワーク 宮古 

宮古公共職業安定所 

◎発行準備中に募集を締め切っている場合もありますのでご了承ください。  ◎それぞれの求人の詳しい内容は、ハローワークにてお確かめください。 

◎ 面接には、ハローワークの紹介状をご持参ください。           ◎「所在地」は事務所の所在地です。実際の勤務場所と異なることがあります。 パートタイム 

平成２９年８月３日発行  


